平成２８年７月号 Vol.６４
兵庫県男女共同参画推進本部

平成２８年版 男女共同参画白書を公表
～多様な働き方・暮らし方に向けて求められる変革～
内閣府より平成２８年版男女共同参画白書
が公表されました。
今回の白書では、
「多様な働き方・暮らし方
に向けて求められる変革」を特集しています。
少子高齢化により一人の高齢者を支える現
役世代の数が少なくなる中、持続的発展のた
めには、現役世代、中でも大きな潜在力を持
つ女性の活躍が喫緊の課題であるとしてい
ます。
そして、この課題解決のためには、長時間
労働の削減を始めとする働き方改革が必要で
あり、そのひとつとして、テレワークへの期
待の高まりを述べています。

このような多様な働き方・
暮らし方の実現は、女性も男
性も、さらには高齢者や若者
も、障害や難病のある人も、
誰もが暮らしやすく、また誰
もが活躍できる「一億総活躍
社会」の実現にもつながり、
少子高齢化が進む日本社会
にとって必要な変革であると
考えられます。
詳細は下記ホームページをご覧ください。
http://www.gender.go.jp/about_danjo/whitepaper/h28/zenta
i/index.html
（問）県男女家庭課 078-362-3160

女性活躍推進法の施行
状況が公表されました
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4 月 1 日に全面施行された女性活躍推進法で
国と自治体に義務付けられた特定事業主行動
計画の策定率は、5 月 19 日現在、国と都道府
県は 100％、市町村は 98.5％でした。兵庫県
では、県及び全ての市町が策定しています。
また、企業が策定・届け出ることとされてい
る一般事業主行動計画の届出状況をみると、兵
庫県内で策定・届出が義務付けられている大企
業（常時雇用する労働者３０１人以上の企業）
では、対象企業数 523 社のうち、423 社
（80.9％）が届出を行っています。また策定
が努力義務となっている中小企業（300 人以
下）では、24 社が届出を行っています（4 月
末現在）。
兵庫県でも、平成 28 年３月に改定した「第
5 次男女共同参画兵庫県率先行動計画－アクシ
ョン８－」を同法の「特定事業主行動計画」と
して位置づけ、採用者に占める女性の割合の増
加等を図ることとしています。

女性の活躍を一
層推進するため、
6 月 1 日、県立男
女共同参画セン
ター内に「女性活
躍推進センター」
を開設しました。今後、企業の自主的な取
組みや更なるキャリアアップ、ステップア
ップをめざす女性の支援を行います。
女性活躍推進専門員が、県内の企業を訪
問し、女性活躍に関しての助言・アドバイ
スや社内研修のお手伝いをさせていただき
ます。研修に無料で専門の講師を派遣させ
ていただくこともできます。
また、キャリア教育を見据えた県内大学
との連携を進めるほか、先進的に取り組ん
でいる企業や活躍している女性についての
情報等も発信していきます。
（問）県立男女共同参画センター078-360-8550

（問）県男女家庭課 078-362-3160
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イーブン事業報告

第 20 期男女共同参画アドバイザー養成塾
６月16日、第20期男女共同参画アドバイザー
養成塾が開講。12月まで計25回にわたり、男女
共同参画社会づくりを推進するリーダーとなるた
めに必要な知識や実践力を習得する講座です。
午前のオリエンテーションでは県立男女共同
参画センターの川村所長による講話に続き、一人
１分間で自己紹介を行いました。
午後は、これまでにアドバイザー養成塾を修了
し、さまざまな分野で活躍している6名をゲスト
スピーカーに迎えて「イーブンカフェ～アド塾先
輩と語る男女共同参画～」を開催。
NPO法人でシングルマザーの支援を行ってい
る方や、東日本大震災の被災地の女性が作った

小物を兵庫県で販売している方、性のあり方に
疑問を持って講演活動を行っている方など、多
彩な活動を行う先輩からの話を聞いた後、グルー
プに分かれて話し合いました。
受講生からは｢いかに自分が固定観念に縛ら
れていたかがわ
かった｡｣｢ゲスト
スピーカーのお
話は『そうか』
『なるほど』の
連続だった｡｣な
どの感想が聞か
れました。
(問)県立男女共同参画センター

女性のための再就職セミナー

「あなたを魅せる応募書類作成と
面接」のウォーミングアップ

078-360-8550

営業準備セミナー

「起業に活かす！
ＳＮＳ活用講座～実践で不安解消！
上手に使って仲間とお金を集めよう！～」

再就職をめざす女性を対象に、就活に向
けてすぐに活かせる実践的なトレーニン
グをテーマに開催。鏡を持参していただ
き、それぞれで表情をチェック。マナーや
発声についても講師からのアドバイスが
ありました。
履歴書はサンプルを使って修正箇所を
探す こ と に よ り 書 き 方 の ポ イ ン ト を 把
握、カードやチャートを用いて自己理解を
深め、自己ＰＲを練習しました。
グループでの面接ロールプレイにより、
立ち居振る舞いの見直しや注意点の再確
認に繋がったとして、次回の面接で活かし
たいとの感想が寄せられました。
次回の女性のための再就職セミナーは
7 月 14 日（木）、15 日（金）に開催。
保険制度や年
金、税の仕組
みなど、将来
のお金に関わ
る話を聞き、自
分のマネー プ
ランついて考
えます。
（問）県立男女共同参画センター

開講

中小企業診断士の宇田名保美さんを講
師に迎え、約 30 名が参加。2 週にわたり、
Ｆａｃｅｂｏｏｋアカウントとページの違い、特
徴、使い分けについての講義があり、活用
方法について受講者同士でディスカッ
ションを行いました。講師からはページを
継続的に見にきてもらうためには、掲載す
る情報が宣伝だけに偏らず、お客様にとっ
て有益な情報を書くことも必要とアドバ
イスがありました。
受講者からは「Ｆａｃｅｂｏｏｋの活用方法が
理解できた｡」
「さらに発展的な内容のもの
も受講してみたい｡」という声がありました。
イーブンでは、毎年夏に、起業を目指す
方を対象にした「仕事づくりセミナー」を
開催しています。今年度は８月２７日（土）
から９月１７日（土）までの毎週土曜日に
４日間での
開催が決ま
りました。
詳細は次号
でお知らせ
します。

078-360-8550

（問）県立男女共同参画センター
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078-360-8550

県内市町･企業の取り組み
『あきらめない―働く女
性に贈る愛と勇気のメッ
セージ』
村木厚子・著、
日本経済新聞出版社、
2014 年
著者の村木厚子さんは、厚
生労働省で雇用均等・児童家庭局長などを
歴任し、女性政策など重要な施策に携わっ
てこられました。夫婦ふたりで子育てをし
ながら歩んだ人生が一転したのは 2009
年。無実の罪で逮捕され、164 日間の拘
置所生活を余儀なくされました。逮捕や勾
留など過酷な状況下で、彼女の心を支えた
ものは、家族はもちろん、一緒に仕事をし
た人たち、「一日一生」の考え方、そして
「普通の人のロールモデルになりたい」と
いう信念でした。
この本には、「あきらめない」働き方に
役に立つ金言がちりばめられているだけ
ではなく、村木さんの実直な仕事ぶりや一
人の母や妻としての素顔を垣間見ること
ができます。
働く女性はもちろん、全てのビジネスパー
ソンに、ぜひ読んでいただきたい一冊です。

小野市男女共同参画センター講演会
小 野 市 私も大切、あなたも大切 認め合って
二人三脚
6/18
落語家で僧侶でもある露の団姫さんの落語と講
話、夫で太神楽曲芸師の豊来家大治朗さんによる
曲芸、そして元尼崎市女性センタートレピエ所長
でお二人と親交の深い須田和さんをコーディネー
ターにお迎えしての鼎談と、バラエティに富んだ
内容で開催しました。
男性社会と言われている落語家の世界と性別を
超えた僧侶としての生き方、クリスチャンの夫と
の結婚を通して、性別にとらわれずお互いを認め
合う生き方を、仏教の「平等」に触れながら噺家
の軽妙な口調でお話いただきました。
鼎談ではコーディネーターの須田さんが、お二
人のエピソードをもとに、家事育児の役割分担な
ど二人三脚で助け合っておられる日常について、
参加者の笑いを誘い
ながら引き出してく
ださいました。
笑いの中にも男女
共同参画について改
めて考える貴重な機
会になりました。

(問)県立男女共同参画センター
情報図書室 078-360-8557

(問)小野市男女共同参画センター0794-62-6765

◆◆

◆◆

■会 社 名：川崎重工業株式会社（神戸市）
■代 表 者：代表取締役社長 金花 芳則
■事業内容：輸送用機器製造業
■従業員数：15,911 人（平成 28 年 3 月末時点）
■Ｕ Ｒ Ｌ：http://www.khi.co.jp/
川崎重工業株式会社は、創業以来日本の技術・
製品開発をリードし、現在では輸送用機器製造業
を中心に国内外の 100 に及ぶ関連企業とともに
「技術の企業集団」川崎重工グループを形成し、
幅広い事業を展開しています。
もともと男性の多い業界にあって、同社は早く
からダイバーシティを経営戦略上の重要な要素
と捉え、トップの強い意志のもと、全社を挙げて
組織的に女性活躍やワーク・ライフ・バランス推
進にも取り組んできました。
2010 年策定の経営計画「KAWASAKI 事業ビ
ジョン 2020」の経営方針には、ダイバーシティ、
ワーク・ライフ・バランスの推進を掲げ、
「ダイ
バーシティ推進課」を設置しました。以降、ベビー
シッター利用費用補助や振替出勤日の社内託児所設

置を行うなど、多彩な制度を設けるとともに、多
様な人材が能力を発揮できる環境整備を推進し
ています。社内では、女性総合職を対象とした「４
Ｕ（For You）ネットワーク」を 2011 年に結
成。女性活躍やダイバーシティの推進について継
続的に啓発活動を実施するなど、女性社員が意欲
的・自主的に活動しています。また、女性活躍推
進法に基づく一般事業主行動計画では「2020
年の女性管理職数を、2014 年度比の３倍にす
る」との明確な目標を設定しました。
本年６月には、本県企業として初めて、女性が
活躍する会社をたたえる厚生労働省の「えるぼ
し」の認定を受けました。今後も引き続き、女性
を含めたすべての社員がいきいきと働き続ける
企業を目指し、活動を継続していきます。
(問)県男女家庭課

-3-

078-362-3160

参加者募集中の講座・お知らせ
★ＤＶ防止セミナー
「知っておきたいＤＶ情報
～身近な人を守るために～」★

★男女共同参画セミナー★

日時
テーマ
講師
7/21(木) 女性と子どもの貧困 神戸学院大学
13:30 ～ ～ひとり親家族の自 現代社会学部 教授
ＤＶについて正しい知識を持つこと
16:00
立支援～
NPO 法人しんぐる
が、被害防止や解決の一歩となります。
まざあず・ふぉーら
身近な人を守るためにＤＶ被害者支援を
む・関西 理事長
行っている専門家の方から具体的な情報
神原 文子さん
をお聞きしましょう。
8/4(木)
男女共同参画を可能
大阪教育大学
◆日
時 7 月 27 日(水)13:30～16:00
10:00 ～ にする家庭科教育
教育学部 准教授
◆会
場 県立男女共同参画センター
12:30
～女性のチャレンジ 小崎 恭弘さん
◆講
師 イーブン女性問題カウンセラー、
を支える男性の家庭
兵庫県警察本部生活安全企画
参画～
課職員、法テラス兵庫弁護士
憲法と女性の人権
桃山学院大学
◆対
象 DV被害者の支援をしている方、 8/4(木)
13:30
～
～法のもとの男女平
法学部 教授
テーマに関心のある方
16:00
等について考える～
松田 聰子さん
◆定
員 60名(先着順)
◆
定
員
各回
40
名
◆受
講 料 無料
◆受 講 料 無料
◆申込締切 各開催日の１週間前
◆申込締切 7月20日(水)

★女性のための働き方セミナー
～育休復帰後の不安解消～★

◆講

師 湯本理絵さん(キャリア・ディベロップメン
ト・アドバイザー、ワーク・ライフバラン
◆開 催 日 8 月 23 日(火)
スコンサルタント)
◆一時保育 1 歳半～就学前まで､要予約・無料・定員 6 名
◆会
場 県立男女共同参画センター
◆定
員 産休、育休後職場復帰された方、 ◆参 加 費 無料
または産休・育休中の女性 8名 ◆申込締切 8 月 12 日(金)
※講座の詳細は、下記までお問い合わせください。

兵庫県立男女共同参画センター・イーブンの相談窓口
種

類

女性のためのなやみ相談
（女性カウンセラー）
法律相談（女性弁護士）
男性のための相談(男性臨床心理士)
女性のためのチャレンジ相談
（女性社会保険労務士等）

相談方法

電話番号等

電話（直通）

078-360-8551

面接（要予約）

078-360-8554

面接のみ ※なやみ相談(面接)後に予約
電話

不妊・不育専門相談（助産師等）

思いがけない妊娠ＳＯＳ（助産師）

毎月 第２水曜日（原則）

078-360-8553

毎月第１・３火曜日

17:00～19:00

078-360-8554

毎月第１～４木曜日
10/29(土)・2/25(土)

10:00～13:00

078-360-8260

月～金曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-8557

月～土曜日

9:00～17:00

電話（直通）

078-360-1388

毎月第１･３土曜日

10:00～16:00

面接（要予約）

078-362-3250

毎月第２土曜日・8/24(水)

14:00～17:00

電話（直通）

078-351-3400

月曜日と金曜日

10:00～16:00

電話・面接
(電話・面接とも要予約)

女性就業相談室ハローワーク相談窓口 問い合わせ(電話相談不可)
情報相談（情報アドバイザー）

実 施 日 時
9:30～12:00
月～土曜日
13:00～16:30
11:00～18:40
月～金曜日
土曜日
9:20～16:50

メール http://ninshinsos-sodan.com

ひょうご男女共同参画ニュース

随時受付。返信は原則として１週間以内

平成２８（２０１６）年７月号（Ｖｏｌ．６４） ※毎月１日発行

【編集・発行】 兵庫県立男女共同参画センター・イーブン、兵庫県男女家庭課
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【問い合わせ】 〒650-0044 神戸市中央区東川崎町１－１－３ 神戸クリスタルタワー７階 兵庫県立男女共同参画センター
TEL：０７８－３６０－８５５０ FAX：０７８－３６０－８５５８
HP：http://www.hyogo-even.jp/
【 開 館 時 間 】 月～金曜日 ９：００～１９：００／土曜日 ９：００～１７：００
HP
http://www.hyogo-even.jp/
【休 館 日 】 日曜日、祝日、国民の休日、年末年始 (12/28 ～1/4 )
Facebook https://www.facebook.com/hyogo.even
このニュースは、関係機関や希望者に配信するとともに、男女共同参画推進員がお配りしています。ご希望の方は、上記にご連絡ください。
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